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※お料理内容は時季等により変更となる場合があります ※プランの料金は、特別な表記がない限りお一人様あたり（税込）の料金です。サービス料はいただいておりません
※本紙に載っているプランがインターネットサイトに掲載されていなかったり、金額が違うことがあります ※2,000円OFFにはご利用条件があります。

夏旅応援！

札幌
北海道 KKR ホテル札幌

仙台
宮城県 KKR ホテル仙台

★1室3名様以上利用は1名様1,000円引
★1室4名様以上利用は1名様1,500円引

※休前日利用は1名様プラス1,000円

※1室3名様利用の場合、1名様1泊あたり
　7,000円で皇居側のデラックスツイン利用可 

★1室3名様以上の利用は1名様1,000円引

※7/24～8/6利用は1名様プラス1,700円　

★1室3名様以上の利用は1名様500円引
※1名様プラス3,000円でお部屋食に変更可

※小学生で大人食を希望の場合は、25,000円

★条件★6/14～8/31（6/12・7/11・7/31・
8/1・8/4除く）／1名様プラス1,000円で禁煙
のデラックスルームに変更可

●北海道神宮例祭（中島公園に出店あります）：6/14～16
●札幌夏まつり（大通公園でのビアガーデン）：7/21～8/20
●豊平川花火大会（豊平川で行われる約4000発の花火大会）：7/23
●北海道マラソン（23回目を迎える夏の代表的なマラソン大会）：8/29

●市民創作野外劇：7月下旬～8月上旬
●函館港まつり：8/1～5
●湯の川温泉いさり火まつり：8/21　

●レトロ調バス「るーぷる仙台」で観光スポット巡り/
乗り降り自由の一日乗車券をご用意（大人600円）
　

ＫＫＲホテル東京は、改修工事のため7月1日から9月
30日まで一時休館させていただきます。休館期間中
は、ご不便をおかけいたしますが10月のリニューア
ルオープンにご期待ください
東京でのご宿泊は、ＫＫＲホテル中目黒がございます

ＫＫＲホテル東京休館中（7/1～9/30）の東京での
ご宿泊はＫＫＲホテル中目黒をご利用ください
都心にも便利なうえ、料金もリーズナブルでご利用い
ただけます

夏の東京
なかよしプランB

中目黒
東京都 KKR ホテル中目黒

5,000円
全日1泊朝食付

1室2名

食事

お食事所の案内

ご朝食は和食ビュッフェ

●いろは寿司（徒歩10分）
●中目黒駅周辺には多数のお食事処があります

★条件★6/10～9/30／1日5組限定／
ツインルーム（BT付）限定

●三渓園「あさがお展」：7/28～8/1
●中華街「きたもん祭」：8/13～15
●赤レンガ倉庫「創建100周年記念」　ほか

12,000円
平日のみ1泊2食

1室2名～11,500円1室2名～

1泊2食 平日のみ

遠浅のファミリービーチ「逗子海岸」へ徒歩3分！

KKR 逗子 松汀園

食事「豪快舟盛り」や「小坪のさざえ焼き」など地
元・小坪漁港直送の獲れたて魚介のお料理
をご用意。プラス1,000円で「ぷりぷりアワ
ビの陶版焼き」をご用意

★条件★6/10～8/31／1日限定3室

世界遺産と
　　　　  日光へ行こう！ B

日光
栃木県 KKR 日光ひぐらし荘

平日 休前日1泊2食

1室2名～

1室1名

食事 旬の食材を使用した料理をご用意

★条件★7/1～8/6（7/17・18除く）／1名様
利用可（平日のみ）

6,500円
7,500円

1室2名～

1室1名

1泊朝食付 日曜～水曜のみ

夏休みファミリープランB
函館

湯の川温泉

北海道

湘南
逗子海岸

神奈川県

KKR はこだて

★条件★7/1～8/31
★条件★7/1～7/31／1日限定15室

★条件★ゲレンデ側プラス500円／T付プラス1,000円

27,500円
21,200円

大人

小学生

全日（体験料込）2泊6食

カヌー＆果物狩り＆BBQ

6/29まで

みやぎのグルメプランB

9,650円
10,650円

平日

1室1名

1泊2食

1室2名～ 7,000円 8,000円
平日 休前日1泊朝食付

1室2名

食事 季節の味覚を使用した会席料理

食事 ポートヒル横浜のレストラン「山手ローズ
テラス」で和洋折衷のお料理を夜景と共に
ご堪能ください
★1名様プラス1,500円で料理内容を
グレードアップ

食事 ●夕食は旬の食材を使用したボリューム
満点の「月替御膳」
●朝食は和・洋のお好きな方をお選び
いただけます

食事 朝食は皇居一望の“レストラン芙蓉”にて
和洋バイキング

特典 次のいずれか1名様1つプレゼント
（ご予約時に要選択）
●地下鉄・バス・市電共通一日乗車券　
●Ｑｕｏカード（1,000円分）

●家族風呂1回無料サービス
●お好みのドリンクを夕食時1杯サービス
●蜆1袋プレゼント

特典 ワンドリンクサービス（夕食時ホテル内
レストランにて）

特典 ●売店商品500円券プレゼント
●追加料理10％割引券プレゼント
●到着日の荷物のお預かりと休憩室、
温水シャワー、駐車場利用ＯＫ！ （要予約）

特典

特典

特典

●ドリンク1杯サービス（夕食時）
●お土産又は夜の1杯のお供に
「おつまみ」プレゼント

特典 ●大人2名様以上とご一緒のお子様1名様のご宿
泊料金が無料（お食事料金は必要になります。お
子様料金：大人食4,200円、お子様食2,550円）
お子様2名様以上は通常料金から1,000円引
●函館アイスプレゼント（お子様限定）

■水上・家族自然体験プラン・スケジュール■
第1日目　チェックイン15：00～
第2日目　朝食7：30→水明荘8：30→カヌー体験
12：00頃終了→グリーンハウスにてバーベキュー
12：30～13：30頃→フリータイム→夕食18：00
第3日目　朝食7：30→チェックアウト・出発9：45→
果物狩り（送迎あり）10：40→昼食→終了12：30頃

グリーンツーリズムin蔵王B
蔵王温泉
山形県 KKR 蔵王 白銀荘

さくらんぼ（佐藤錦）狩り／1名様1,500円→
1,300円★露地栽培（30分食べ放題）：6月中
旬～7月上旬　

7,800円 8,800円

6,800円 7,800円
7,800円

平日

1泊2食 1室2名～ 7/1～7/31 8/1～8/31

食事

オプション
奥日光半日観光　
ナチュラルパークツアー
大人2,900円　小人1,450円
★中禅寺湖・華厳の滝など奥日光の大自然を
満喫する半日バスツアーです

●アーリーチェックイン13：00（通常　15：00）
●駐車料金サービス（通常1泊　1,050円）

謝恩特別プランB
竹橋
東京都 KKR ホテル東京

★条件★6/1～29（木曜・金曜・土曜除く）／1日限
定30室

　　　旬の食材を使用した料理をご用意
　　　☆1名様プラス2,000円でお肉料理が
グレードアップ：山形牛すき焼、ステーキ
（要予約：宿泊日の前々日まで/２人前から）
　　　8/1～31お子様は1名様4,000円
　　　★カットステーキ／ビーフカレー（食べ放題）／
アイスクリーム★お子様プレゼント：虫かご、花火

2食付プランB海水浴＆豪快舟盛りプランB

横浜
神奈川県 KKR ポートヒル横浜

★条件★7/26～8/31（土・日曜・祝祭日・休前日を
除く）／1日限定5室

7,980円
9,980円
10,480円

平日（日～金）

土曜・夏季
（7/19～8/11・8/16～31）

お盆（8/12～15）

1泊2食 1室2名～

食事 季節の素材を活かした月替り会席料理
（全9品）
☆1名様プラス2,000円で黒毛和牛の
すき焼きがメインとなる会席料理
（全12品）に変更可

夏の鎌倉夕涼みB
鎌倉
神奈川県 KKR 鎌倉わかみや

★条件★7/1～20／1名様プラス1,000円で
お部屋食（炊き込みご飯、食前酒付）になります／
1日限定5室

水上・家族自然体験プランB

水上温泉
群馬県 KKR 水上 水明荘

★条件★6/29～8/30（休館日除く）／4歳以上
から体験できます

特典いっぱいプランBファミリープランB
015-483-2643022-225-5201

03-3287-2921

0467-25-4321

03-3713-8131

045-621-9684046-871-2042

023-694-91870288-54-0182

0278-72-2345

011-231-67110138-57-8484 川湯温泉
北海道 KKR かわゆ

10,000円
1室2名～

1室1名

1泊2食 平日

●由比ケ浜海水浴場（徒歩3分）
　海開き6月28日
●長谷大仏（徒歩15分）

食事 北海道の山海の自然食材を使用した調理長
自慢の手造り料理でおもてなし
●毛ガニ姿盛り　●天婦羅盛り合わせ　
●豚陶板焼き　ほか

★条件★6/10～8/10

●摩周湖と知床が見ごろです
●小清水原生花園も花盛り

9,500円
11,000円

休前日

10,000円

イベント情報

●お釜：6月下旬～　コマクサ開花
●200名が同時に入浴できる大露天風呂
●山形野草園：ノハナショウブ・サギソウ・ゴゼンタチバナ　ほか
●高山植物：コマクサ・ハクサンシャクナゲ・ザオウアザミ　ほか

9,500円10,000円
11,000円11,500円

平日

休前日

1泊2食 1室2名～ 7/1～18・8/23～31 7/19～8/22

●函館夜景観光ツアーチケット　
大人1名様　1,800円→1,500円

オプション

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

3大特典

※休前日は7/1～8/31まで8,800円

（1名様1,050円）（1名様1,050円）（1名様1,050円）

http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=4&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=3&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=2&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=1&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=9&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=8&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=6&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=5&cid=2
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=12&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=11&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=10&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=7&cid=3
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※プランの料金は、特別な表記がない限りお一人様あたり（税込）の料金です。サービス料はいただいておりません　※B：客室内バス（お風呂）あり　T：客室内トイレあり 　
※特に明記のない場合、「平日」は日～金曜日を、「休前日」は土曜日と、祝日の前日を指します　※お問合せ・ご予約は、直接各宿泊施設へお電話ください（「ＫＫＲを見て」とお伝えください） 

夏休みは子どもたちの天国！海まで1分！

海水浴場まで徒歩5分！

湘南江ノ島夏
の夏休み！！

★1室4名様以上の利用は1名様500円引
※1室1名様利用はプラス1,500円
★1室4名様以上の利用は1名様500円引

※休前日利用は、1名様プラス500円

●夏休み花火大会：7/24、25
●ほたる観賞の夕べ：6/4～20

●体験工房大源太：ピザ.あんぼ.笹だんご.せんべい.米
粉パン作り、山の幸染めなどが体験できます（車20分）
●アルプの里：サマーボブスレー、トレッキング（徒歩5分）
●湯沢フィッシングパーク（車10分）

●森林の中のトレッキング（森林セラピー） 
●泉質の異なる7つの温泉めぐり 
●天地人ゆかりの地をめぐるバスツアー

●ラベンダー祭
●ブルーベリー狩り（河口湖：車60分）
●明野ひまわり畑（車40分）

8,800円
10,500円

平日

休前日

1室2名～

食事 料理長が厳選した地元食材をふんだんに
盛り込んだ和食（全7品）をご用意。大評判
のからだに優しい新箱根スタイルの朝食
もお楽しみください

★条件★6/1～8/31

●箱根園（車30分・バス60分）
ファミリーでお楽しみいただけます

ファミリープランB エンジョイプランB
組合員様（現職）は全日平日料金

貸切露天風呂付チョイスプランB

13,900円
平日1泊2食

1室2名～13,800円
平日1泊2食

1室1名～

12,000円全日

1泊2食 1室2名～

食事 夏の野菜や魚を使用した特選料理
★1名様プラス1,050円でお刺身が
グレードアップ（3点盛→5点盛）

★条件★7/17～8/22（7/31～8/15除く）／BT
無6畳和室又は8畳和室限定／BT付特別室利用は
1名様プラス2,000円／1日5組限定

●片瀬東浜海水浴場（徒歩5分） ●江ノ島（徒歩15
分） ●新江ノ島水族館（徒歩15分） ●ビーチバレー
大会：7月中旬～8月中旬●江ノ島花火大会：8/3●あじさい観賞（施設内）：7月中旬頃まで

★条件★7/1～31（7/14除く）／1日限定2組

妙高満喫プランB

KKR 箱根 青風荘
箱根
湯本温泉

神奈川県KKR 宮の下
箱根
木賀温泉

神奈川県KKR ホテル熱海
伊豆
熱海温泉

静岡県

KKR 稲取伊豆
稲取温泉

静岡県

KKR 江ノ島 ニュー向洋
湘南
片瀬海岸

神奈川県

♪開けてびっく
り♪

★1室3名様以上の利用は1名様平日1,000円引／
休前日1,500円引

7,000円
7,500円

1室2名～

1室1名

1泊2食

7,480円
7,980円

７月平日
７月休前日

８月の除外日以外の日

1泊2食 1室2名～

特典 ●車・荷物等を宿泊日の朝からお預かり可
●海の家割引券ご用意　　　

特典 ●1室大人2名様利用で、お子様2名様
まで夕食を（お子様ランチ）無料でご用意
●箱根湯本駅から当館までのタクシー代
サービス（要領収書）

食事 箱根の山の幸と相模湾・駿河湾の海の幸など
東海道の厳選素材を使用した会席料理をご用意
メインは3種類からお選びいただけます
●木賀温泉二段蒸し　●鮑の踊り焼き　
●足柄牛の石焼き　

特典 ●露天風呂の貸切利用は21：30～22：30です
●箱根登山鉄道「宮ノ下駅」から送迎
迎え　14：30～18：00（要 駅からご連絡）
送り　9：00～10：00

特典 新路面電車ポートラム（JR富山駅北口←→岩瀬
浜）・セントラム（環状線）の半額チケット進呈

●富山城・城址公園（徒歩20分）　遊覧船が行き交う松川
沿いは散策路として最適 ●県民公園　頼成の森「花しょ
うぶ祭」（砺波市：車60分）（見ごろ：6月中旬～下旬） ●五
百羅漢・民族民芸村（車15分） ●中央植物園・魚津水族館
（車30分） ●五箇山合掌造り集落（車50分） ●黒部峡谷
トロッコ列車・立山黒部アルペンルート（車60分）
※立山・大町温泉郷間マイカー回送紹介いたします

とやま！！ 夏プランB

KKR 富山 銀嶺 

食事 富山湾産の新鮮とれとれ魚介をふんだん
に使用した会席風料理
●かんばち・甘えびなどのお造り
●鰤の汐焼き 
●五箇山豆腐と小えびの天婦羅　ほか

★条件★～7/23

※休前日及び8/1～31は1名様プラス1,000円

★7/1～16の平日500円引

★1室4名様以上の利用は1名様1,000円引

※休前日利用・お部屋食は各1名様あたり
プラス1,000円

※休前日利用及び8/1～3は1名様プラス1,500円　

食事 妙高名物　笹寿司　ほか

食事 選べる夕食メニュー
①料理長特製「トマトすき焼き」
②「豚しゃぶ」
③1名様プラス2,000円で豪華！『御柱御膳』
★手作りデザート食べ放題
★朝食はサラダ&ドリンクバー付 

特典

特典

●妙高高原駅まで無料送迎 ●売店商品10％引
（お米・温泉まんじゅう除く：19：00～20：00）

沼津
静岡県 KKR 沼津 はまゆう

●海水浴場海開き：7/18
●観光スポット沼津港海鮮市場（車15分）

★条件★7/24～8/21（8/7～15除く）／
1日限定5組／BT付和室（10畳）限定

はまゆうサマープランB

食事 駿河湾産地魚5点盛と旬の素材を活かし
た特選料理
☆1名様プラス2,500円で
金目鯛＆鮑プランに変更可
朝食はバイキングをお楽しみください

特典 ●更衣室とシャワー室の利用（無料）
●パラソル貸出し（有料）

9,800円 10,800円
平日 休前日1泊2食

1室2名～

組合員様限定『土曜日がとってもお得！』プランB

※小学生1名様8,000円、幼児1名様7,500円
（7/24まで）
※大人1名様プラス1,000円でコテージ客室を
ご用意（大人2名様以上利用限定：7/24まで）

☆大人と同数の小学生までが無料
（大人の人数を超える小学生までのお子様、
平日5,000円　休前日5,500円）
☆お子様が大人食を希望される場合、差額が必要です

おとな2名様以上の組み合わせ
から利用可

【別注料理】●ワインビーフステーキ（1,000円） 
●ワイントンしゃぶしゃぶサラダ（1,000円） ●馬刺し（1,000円）

★条件★6/1～8/4（7/25・30・31除く）／ 1名様
利用はシングルルーム利用となります／1日限定5室

★条件★6/1～9/30（7/31～8/14除く）／
1名様プラス1,000円でBＴ付客室に変更可

★条件★7/21～8/31（8/13～15除く）／優先的に
Ｔ付客室をご用意（満室の場合は、洗面付のみのお部屋
をご用意）／小学生までのお子様のみのご利用はできま
せん

7月17日熱海サンビーチは海開き！　
ビーチは禁煙、サーフィン禁止でお子様に優しい海水浴場です
　

食事 旬の食材を使用した日本料理又は熱海オリ
ジナル中国料理からお選びいただけます
（要事前選択）

食事 開けてびっくり！ がコンセプトです。
料理内容は宿泊当日までのお楽しみ･･･

特典 ●かき氷プレゼント（お子様限定）
●売店商品10％引（一部除外品あり）

●ところてん作り体験（1名様900円）
／ところてんの里（車10分）　

オプション

●そば打ち体験 ※地元の有名そば店
「たかさわ」で、1打ち（4人前4,000円）
●鱒釣りへご案内（1名様1,500円）

オプション●1名様2,000円で桃狩り（送迎付）ご案内
※電車ご利用のお客様のみ：2名様以上利用
可：要予約）

オプション

KKR 湯沢ゆきぐに
越後

湯沢温泉

新潟県

KKR 妙高高原 白樺荘
池の平
温泉

新潟県

夏得プランB

★条件★7/1～8/31（8/13～15を除く）／1日限
定5室／こども料金は小学生まで

★条件★6/10～8/31（8/13～15除く）／1名様プ
ラス1,000円でBT付客室に変更可

食事 越後のおすすめ会席、こども：お子様定食
☆1名様プラス2,000円でお食事の内容を
グレードアップ可（大人のみ）

KKR 伊豆長岡 千歳荘
伊豆
長岡温泉

静岡県

夏のお子様 ￥０（ゼロエン）プランB
11,000円
0円

13,000円
0円

平日 休前日１泊2食

大人

小学生まで

8/1～9/5は毎夜諏訪湖で花火が上がります

★条件★7/1～8/31（8/10～15を除く）

特典

特典

女性には選べる「浴衣」500円⇒300円に
17時までのチェックインでウエルカム
コーヒーサービス

KKR 諏訪湖荘上諏訪
温泉

長野県

信州花火プランB

富山
富山県

思い出残そう
歴史散策ファミリープランB

KKR ホテル名古屋

食事 本丸御膳又はスペシャルディナーから
お選びいただけます

★条件★7/12～8/31

名古屋
愛知県

奥飛騨 初夏の歳時記B

KKR 平湯たから荘

食事 ●若鮎の背越し
●飛騨特産トマトを揚げたかわり鉢
●特選飛騨牛の湯引き　山椒をきかせた
　特選ソースかけ
●子鮎の踊り揚げ
●飛騨牛・なまず・酢取茗荷の握り寿し

★条件★6/1～7/23
／1日限定3組
（最大10名）

平湯温泉
岐阜県

●下呂温泉観光祭　8/1～3

飛騨牛達人宿泊プランB

KKR 下呂しらさぎ

食事 厳選した飛騨牛を8種類のお料理でお召し
あがりいただきます　●しゃぶしゃぶ　
●サイコロステーキ　●お刺身　ほか

★条件★
～23.3/31／
1日限定10
室／1室1名
様利用は平日
のみ利用可

下呂温泉
岐阜県

古都金沢～茶屋プラン～B

KKR ホテル金沢

食事 ご好評の「加賀会席料理」又は「西洋懐石」
からお選びいただけます

●国指定重要文化財「志摩」
入館券+甘味券プレゼント
●アーリーチェックイン　
14：00（通常15：00）
●レイトチェックアウト
12:00（通常11:00）

特典 ●はち丸手形共通入館券（名古屋城・
徳川美術館・徳川園）プレゼント
●名古屋観光ルートバス一日乗車券付
（名古屋城バス停徒歩5分）
●アーリーチェックイン 13：00（通常15：00）

★条件★6/20～7/31

11,500円
12,500円

平日

休前日

1泊2食 1室1名～

金沢
石川県

一足早い熱海の夏休みを･･･

妙高の自然を楽しもう

ファミリーで行く湯沢！

採れたてを召し上がれ

ビーチ情報

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ）
6畳トイレ無客室利用

桃狩り＆
ぶどう狩りB

甲府
山梨県 KKR 甲府ニュー芙蓉

食事 夏のほうとう「おざら」や奥昇仙峡清流で
育まれた鮎料理　ほか　

7/20～ぶどう狩り入園試食無料送迎付

★条件★7/1～8/11／T付客室は1名様プラス
2,000円

0466-23-77100460-85-51240460-87-23500557-85-2000

025-784-3424

076-432-7701

052-201-3326 076-264-3850

0255-86-21130266-58-1259055-252-1327

0557-95-2577055-948-0010055-931-0592

●名古屋城（宵まつり：8月上旬～）
●徳川美術館　●徳川園
※一部の施設は月曜休館となります

0578-89-26260576-25-5505

※お得な宿泊宴会プランもございます。お気軽にお問い合わせください

1泊2食

組合員様（現職）は
全日平日料金

23,000円
20,000円延泊

1泊2食

19,000円
16,000円

稲取玉手箱プランB
平日

12,800円
全日1泊2食

1室2名～1泊目

おとな2名+こども2名
4人でナント

おとな2名+こども1名で
3人で驚き

7,000円 7,300円
1室2名～ 1室1名1泊2食

平日7,500円 8,000円
平日 休前日1泊2食

1室2名
7,800円 8,800円
平日 休前日と8/13～151泊2食

1室2名～

10,500円 12,000円
平日 休前日1泊2食

1室1名～

笹寿司･･･古来より妙高高原に伝わる郷土食
姫竹の子・ぜんまい・しいたけ・卵・鮭などの具材を地元産こしひ
かりのすし米に乗せ笹の葉で包んで軽く押した寿司　

ようこそ！ 名古屋開府400年

※別途、入湯税（1泊あたり150円）を申し受けます

12,000円1室1名～

1泊2食 全日（土曜日でも）

※7/24～プラス500円

志摩（イメージ）

露天風呂（イメージ）

（イメージ）

夏季オープン（有料）

http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=16&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=15&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=14&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=13&cid=3
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=20&cid=4
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=19&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=18&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=17&cid=6
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=24&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=23&cid=4
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=22&cid=4
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=21&cid=4
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=28&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=27&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=26&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=25&cid=5


※掲載内容には、十分注意しておりますが、万が一掲載内容に誤りがあった場合は訂正させていただきます

（6）

吉本新喜劇＆漫才プランB

爽やか朝食付プランB

06-6362-6800

06-6941-11220742-22-55820739-42-33830796-32-2631

082-221-3736083-922-3268089-941-2934092-521-1361

梅田
大阪府 KKR ホテル梅田

森之宮
大阪府

奈良
奈良県 KKR ホテル大阪

白浜温泉
和歌山県 KKR 白浜 美浜荘 

※1室1名様利用はプラス1,000円
※7/24～8/21利用は1名様プラス1,000円★お子様（4～9歳）は1名様1,000円でご利用

いただけます（アメニティ付）

※1室3名様以上利用は1名様追加ごとに
平日・休前日ともに1室2名様料金から500円引　　

★条件★6/1～9/30／1日限定5室／予約は
公演日14日前まで／事前に入金要／キャンセ
ルの場合、キャンセル料が必要となります

★条件★6/10～8/31（7/19～8/20は休
前日料金／大阪城側の客室は1名様プラス
500円（通常1,000円）

●アドベンチャーワールド：
双子のパンダ＆赤ちゃんシロクマ公開中！ ●USJ：森ノ宮駅から直通25分

夏のエンジョイプランB
博多
福岡県 KKR ホテル博多

●マリンワールド海の中道　●大濠花火大会：8/1

お好きな夕食をチョイス　
えらべる夕食プランB

豪華懐石コースB
平安遷都1300年祭 まっさかり

広島
広島県 KKR ホテル広島

食事 次の3種類の御膳からお選びいただけます
●天婦羅ご膳　●お造りご膳　
●ステーキご膳

食事 ●萩産瀬付鯵の姿造り　●鱧の柳川風　
●活穴子の天婦羅　ほか

食事 瀬戸内海の新鮮魚介類と四国産野菜と
肉類を食材に使用

食事 料理長こだわりの日本海の幸と地元産野菜を
調理してご提供いたします

食事 メインのお料理を3種類からお選びいただけます 
●和牛鉄板焼き　●鯛しゃぶ　●いかバター焼き

★条件★6/1～8/31／1名様プラス1,000円
でエグゼクティブルームに変更可／BT無客室利
用は1名様500円引

★条件★～7/31

KKR 奈良みかさ荘

★条件★6/10～7/11／1名様プラス1,000
円でT付客室に変更可

★条件★6/10～8/31／1室1名様利用はプラ
ス1,000円／8/5～15は休前日料金となります

お二人で平日21,000円

※1室2名以上のご利用時1名様プラス2,000円
で特別室にグレードアップ（1日限定1室）

※別途、入湯税(1泊あたり150円)を申し受けます

白浜源泉かけ流し
満喫プランB

7,800円
6,800円

1室1名

1室2名～

1泊2食 平日

7,800円
休前日

11,300円
13,800円

平日

休前日

1泊2食 1室1名～

5,800円
6,800円

平日

休前日

1泊朝食付 1室1名～

食事 和洋バイキング

食事 旬の食材を使用した和食料理
クエ薄造り　1,890円（要予約） 食事 奈良県料理コンクール知事賞受賞の料理

長が旬の食材でおもてなしいたします

特典 ●なんばグランド花月入場引換券付
（1階席/全席指定)

特典　　　●ビール又はミネ
ラルウォータープレゼント
（大人のみ）
●アイスクリームプレゼント
（4歳～9歳のお子様のみ）

特典

特典

特典

特典

モーニングコーヒーサービス

城崎温泉格安プランB

城崎温泉
兵庫県 KKR 城崎 玄武

MAZDA Zoom-Zoom スタジアムの
チケット手配いたします（別途要料金）

オプション

坂の上の雲ミュージアム入場券プレゼント
（1名様1枚）

スペシャルドラマ
「坂の上の雲」体験プランB

松山
道後温泉

愛媛県 KKR 道後 ゆづき

★条件★7/1～8/31（8/13・14除く）／
1室1名様利用はシングルルーム

組合員様（現職）限定！

★条件★～8/31／
和室利用はプラス2,000円

創立20周年大感謝
松山城などドラマのロケ地を訪ねよう！

特別謝恩宿泊プランB

湯田温泉
山口県 KKR 山口あさくら

夏休み前が超得！

10,000円
平日1泊素泊まり

1室2名～

※休前日利用及び8/7～16は、1名様プラス1,000円

※最寄駅・ホテル間のシャトルバスを運行して
　おります（運行情報については、ホテルに
　お問い合わせください）
■ホテル最寄駅   
　森ノ宮駅（ＪＲ大阪環状線・大阪市営地下鉄）　
　谷町四丁目駅（大阪市営地下鉄） ： ともに徒歩
   約10分　

12,000円 13,000円
平日 休前日1泊2食

1室2名～

6,500円 7,000円
平日 休前日1泊2食

1室2名～

10,500円 11,500円
平日 休前日1泊2食

1室2名

11,500円 12,500円1室1名

味覚懐石コースB

10,000円 11,000円
平日 休前日1泊2食

1室2名～

5,900円 6,900円
平日 休前日1泊2食

1室2名～

会席プランB

8,000円 9,000円
平日 休前日1泊2食

1室2名～
プラン共通

★条件★6/1～9/30（8/1～31除く）／和室BT無指
定／1室1名様利用はプラス1,000円

●城崎温泉七つの外湯めぐり入浴券プレゼント
●レンタル浴衣（ご婦人用）５点セット（浴衣・
下駄・巾着・帯・腰紐）が450円でＯＫ

●単品料理（2,000円相当）サービス
（1名様1品）
●ドリンク20％ＯＦＦ（ご夕食時）

プラン共通

●平安遷都1300年祭　平城宮跡会場 : 11/7
まで（9：00～16：30）

●広島マツダスタジアム ： 車で約15分
●宮島 ： ＪＲ＋フェリーで約40分

オプション

イベント情報

おすすめ観光

10,000円
11,000円

平日

休前日

1泊朝食付 1室2名（ツインルーム）

0957-73-3225096-355-0121099-225-2505

※1室1名様利用はプラス1,000円　　 ※1室プラス2,000円でBT付客室に変更可／
1日限定2室
※中・高生のプラン料金は施設にお問い合わせください

熊本
熊本県

●熊本城（本丸御殿）　●水前寺公園　
●伝統工芸館

●清正公まつり：7月
●火の国まつり・山鹿灯籠まつり：8月

●西郷隆盛像　●小松帯刀像　●鶴丸城跡　
●城山公園　●島津藩別邸  ●尚古集成館　
●維新ふるさと館　●桜島（フェリー15分）

KKR ホテル熊本

8,000円1室1名～

1泊2食 平日のみ

食事 夕食：中国料理「ロータスガーデン」で
オーダーメイドバイキング
朝食：地元で採れた食材を使用した
和洋バイキング

★条件★6/1～8/31（平日のみ利用可）

7,700円1室2名～

1泊2食 全日 9,500円
5,000円

10,500円
1泊2食1室2名～

大人

小学生以下

平日 休前日

食事 ご家族でオリジナル卓袱料理をお楽しみください
特典 ●長崎龍馬パスポートプレゼント
（亀山社中記念館、長崎奉行所龍馬伝館、長
崎まちなか龍馬館、グラバー園の４施設見
学可）長崎市内まで車で約１時間

特典 ●ひごまるノートプレゼント（1冊）
●駐車料金無料サービス

●雲仙出発のレンタカーを手配
（３Ｈ／￥3,150～免責補償料込）
※ご出発日の５日前までに要予約

オプション

●1名様プラス1,000円で焼酎飲み放題
プランに変更可（施設指定銘柄2時間飲
み放題）

龍馬伝ファミリープランB夏のカップル＆ファミリープランB
雲仙

小地獄温泉

長崎県 KKR 雲仙山荘

★条件★7/1～8/31（8/13～15除く）

食事 調理長がおすすめする厳選された素材を
活かした薩摩料理 ●豚骨の味噌煮　
●本場のさつまあげ　ほか

歴史探訪プランB

城山温泉
鹿児島県 KKR 鹿児島 敬天閣

★条件★6/1～9/30／1日限定5組／洋室BT付
限定

桜島展望と「薩摩料理」

オプション

おすすめ観光

イベント
情　報

京都伝統工芸体験紹介プランB

京都
京都府 KKR 京都くに荘

黒あわび柔らか陶板焼き　
2,800円→1,600円（ご予約時限定）

オプション

●1名様プラス1,000円で和室8畳（BT付）に変更可オプション

特典 ●市営バス専用一日乗車券大人1名に付1枚進呈
●伝統工芸体験の予約手配承ります
西陣織機織体験、絵付体験（清水焼・京扇子・京箸） 
体験料金 1,680円～2,100円（体験料金別途要）
●小学生以下お子様料金割引　
2,700円（通常 4,800円）

●鳥羽水族館（車10分）
●二見シーパラダイス（車20分）
●志摩スペイン村（車30分）
※7月中旬から近隣で海水浴をお楽しみいただけます

●梅小路蒸気機関車館　●京都まんがミュージアム　
●東映太秦映画村 ●龍馬ゆかりの史跡めぐり（伏見・東山）

KKR 鳥羽いそぶえ荘 

食事 伊勢志摩自慢の海の幸をふんだんに
使用した会席料理

★条件★～7/31（7/18・19除く）／6畳和室BT無
指定／1名様プラス1,000円で8畳和室T付に変更可

鳥羽
三重県

お子様
特典

●小学生以下のお子様1泊2食付宿泊を2名
様以上でご利用の場合、お子様1名様分の宿泊
料金無料（要 お子様用お食事料金3,000円）
●手持ち花火や駄菓子をプレゼント
●客席で遊べるおもちゃをご用意（無料）
●豪華景品が当たるビンゴゲーム大会を
お盆期間中開催（参加費：1名様500円）

※休前日及び8/11～15利用は1名様プラス1,500円
★1室4名様以上の利用は1名様500円引

★夏休み限定★西陣織など体験手配はおまかせください！

FamilyプランB

KKR ホテルびわこ

食事 旬の食材を使用した会席料理
☆1名様プラス2,000円で近江牛会席又
は四季彩会席に プラス4,000円で豪華近
江牛会席又は蓬莱会席に変更可

★条件★7/17～8/31（8/6除く）／1日限定5室

★条件★7/19～8/31（8/15～18除く）／和室8畳（B無・T
付）限定

琵琶湖
滋賀県

6,950円 8,500円
8,000円 9,500円

平日 休前日1泊2食

1室2名～

1室1名
10,500円11,500円

2,700円

平日 休前日1泊2食

1室2名～

お子様
（小学生以下）

格安プランB
0599-25-3226077-578-2020075-222-0092

平日1泊2食

1室1名～ 13,150円

お子様向けおすすめ観光

http://www.kkr.or.jp/hotel/
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=32&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=31&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=30&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=29&cid=5
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=33&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=34&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=35&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=36&cid=7
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=40&cid=9
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=39&cid=8
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=38&cid=8
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=37&cid=8
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=41&cid=9
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=42&cid=9
http://www.kkr.or.jp/hotel/modules/gnavi/index.php?lid=43&cid=9
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